
開館時間 ９：００～１７：1５

休 館 日
１６日（火）・２１日（日）・２８日（日）

日 曜
3 水
4 木
5 金

10 水
24 水
26 金 5歳児幼児クラブ7 8 9 10 11 12 13

　令和元年　　　 くらしき 倉 敷 児 童 館

 　7月 　　    じどうかんだより 
倉敷市有城７10

ＴＥＬ：４２９－１７９1
　１日（月）・　８日（月）・１５日（月） ＦＡＸ：４２８－７０６7

いよいよ夏休み！児童館ではみんなの楽しい夏休みを応援する行事を用意して待っています！ HP http://kgwc.or.jp/kuraji/

水分補給ができるようお茶を持って遊びにきてね♪

日 月 火 水 木 金 土  ７　 月　の　ク　ラ　ブ（クラブは会員制です）

10:00～11:00
「七夕」

お茶・タオル・カード・上靴

14:45～16:00 「七夕あそび・制作」年間予定表に記載してあるもの

1 2 3 4 5 6 ク ラ ブ 名 時 　間
2・3歳児親子クラブ（ひよこ）

2・3歳児親子クラブ（うさぎ）

3・4歳児幼児ｸﾗﾌﾞ
（水あそび） 10：00～10：45（1・2年生）

内  容 ／ 持ち物 等
あそびタイムスペシャル リコーダークラブ

雨天中止 10：00～11：30（3年生以上）

6 土 リコーダークラブ
10:00～10:45 （2年生） リコーダー・お茶・ハンカチ

3・4歳児幼児ｸﾗﾌﾞ 一輪車であそぼう（雨天中止） 0歳児親子クラブ 10:00～10:50 「わらべうた」上靴・お茶・ﾀｵﾙ・ｶｰﾄﾞ

10:40～11:30 幼児親子どなたでも 13:30～14:00 10:00～11:30（３年生以上） 筆記用具・のり・赤鉛筆

おはなしあのね

（ひよこ）

14:00～15:00

休
館
日

2・3歳児親子クラブ 2・3歳児親子クラブ

10：00～11：15 10:00～10:50 10:00～11:45
七夕まつり 0歳児親子クラブ あそびタイム

10:00～11:00

（うさぎ）

10:00～11:00

休
館
日

移動図書館 10:00～11:00

上靴・お茶・タオル・ｶｰﾄﾞ

おもちゃバンク 歌と絵本でABC ヨガじろうタイム あそびタイム

14 15 16 17 18 19
卓球教室　

14:45～16:00 「季節の制作」年間予定表に記載してあるもの

幼児親子どなたでも

20

１歳児親子クラブ 10:00～11:0014:45～16:00

10:00～12:00 10:30～11:30

キッズアトリエ＆ 幼児親子どなたでも オセロタイム　

休
館
日

休
館
日ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ スロータイム 15:00～16：00

10:00～11:30 15:00～15:50 10:00～11:30 10:00～11:45 14:00～15:00

21 22 23 24 25 26
1歳児親子クラブ

10:00～11:30

27

28 29 30 31

5歳児幼児クラブ
14:45～16:00

休
館
日

10:00～11:00

フェルトでサシェづくり

14：00～15：00

14:00～15:00

ミニ児童館 あそびタイム ミニ児童館

カプラであそぼう ビーズでつくろう 染めものあ・そ・び♪

ディアボロ教室

in倉敷中央いこいの家 10:00～11:45 in倉敷公民館
14：00～15：30 幼児親子どなたでも 10：00～11：30

カプラであそぼう

休館日
10:00～11:30 10：00～11：00 9：30～11：30

どなたでも 無料

当日受付 雨天中止

持ち物：お茶、タオル、

一輪車（ある人） ・定員がある行事は、倉敷市の方を優先させていただきます

・ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ（小6以上）、ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ、一輪車がしたい人は運動靴をはいてきてください

・行事申込受付開始当日は本人もしくは保護者の方のみ申込ができます

2日目からは他の方でも大丈夫です

・各自の荷物は机の上ではなく、指定の荷物置き場にお願いします

・幼児の方の児童館利用は必ず保護者同伴でお願いします

通常のあそびタイムはありません（雨天中止） 水遊びのできる服装できてね（水の中には入りません）

幼児親子どなたでも 持ち物:ﾊﾞｽﾀｵﾙ・お茶・サンダル・着替え・帽子（日よけ用）

7/５（金）

10時～11時

☆七夕まつり☆

8月号が裏面にあります。チェックしてね♪

☆卓球教室☆ 20日（土）14:00～15:00

小学４年生以上12名程度 当日受付 無料

持ち物：お茶、あればラケット

楽しいお話をききましょう❤

6日（土）13：30～14：00

どなたでも 当日受付 無料

★オセロタイム★

いろいろな人との対戦を楽しもう

順位は決めません

20日（土）15:00～16:00

どなたでも（ルールがわかる人）

当日受付 無料

七夕工作をしよう♪

七夕ゼリーもあるよ♡
7日（日）10：00～11：15

どなたでも80名

無料 要申込（申込受付中）

☆おもちゃバンク☆ 14日（日）10:00～11:30

おもちゃの交換をしませんか

使わなくなったおもちゃや本を持ってきてね

持参・持ち帰りのみもOK どなたでも 当日受付 無料

☆歌と絵本でABC☆
みんなで英語に親しもう♪

17日（水）15:00～15:50

どなたでも先着20組

当日受付 無料

☆ヨガじろうタイム☆
18日（木）10:00～11:30 子育て中の保護者対象 25組

参加費100円（申込受付中） 持ち物：お茶・タオル・ﾖｶﾞﾏｯﾄ（ある人）

）

かんたんに 楽しく できるよ♡

☆ｷｯｽﾞｱﾄﾘｴ＆ﾏﾏｼｮｯﾌﾟ☆

14日（日）10:00～12:00

手作りの品が並びます

どなたでも 当日受付 実費

23日（火） 14：00～15：00

小学生以上15人

参加費: 100円 要申込（6/23～申込受付）

ディアボロ（中国ごま）を

回してみよう♪

小学生以上１０人 無料

要申込（6/2８～申込受付）
近くに児童館がやってくる！

たのしい遊びを持ってうかがいます お申し込みは倉敷児童館でお受けします♪

場所 対象・定員 内容 児童館での申込開始

25日（木） 倉敷中央いこいの家 どなたでも20人（幼児は親子で） ミニ児童館 6/25（火）
27日（土） 倉敷公民館 どなたでも20人（幼児は親子で） ミニ児童館 6/27（木）

14：00～15：30
10：00～11：30

日時

7

☆「けしゴムはんこ」☆

子育て中の保護者対象（託児有・人数制限有）

当日受付 参加費：実費

汚れてもいい服装で来てね

小学生以上20人 参加費:200円

要申込（7/2～申込受付）
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